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平成30年4月25日
ハッピーひがし野

各戸配布（保存版）

地域福祉活動計画の状況をお知らせするもので、シリーズで発行します。

春を迎え、過ごしやすい日が続いておりますが、皆様お変わりありませんか。地域福祉活動計画第二

期計画も２年目に入りました。今回は平成２９年度の活動の総括と、平成３０年度の計画を中心にご

報告いたします。

しあわせ みんなで築こう
No．20

平成３０年度の地域福祉活動計画への取組み

＜モットー＞楽しいお付き合いの輪をふくらまそう。活動の始まりはあいさつから。
＜目指すところ＞ 住みなれた地域で安心して住めるよう、お互い支え合うことができるようにします。
＜進め方＞地域にとって過大な負担にならないよう、一歩ずつ着実に実行します。

第二期の地域福祉活動計画が開始となった平成２９年度は、５項目の対応策に集中して活動を行って

きました。「わくわく亭」の拡大、「郷州沼崎線沿い花壇９０ヶ所への花植え」、「あいさつ運動」等、目指し

た活動は予定通り実施できました。

第二期とはいえ、地域福祉活動計画が地域に浸透しているとは言えません。この活動の中心は町内

会／自治会の役員・ボランティアグループ・サークルなどの団体代表に民生委員など地域で役割を持

つ皆様に加わっていただく会議体です。会議に参加される皆様からの情報を全員で共有しながら、対

応策へのご協力をお願いし、実現を図る活動を行っています。上下関係ではなく、いわゆる横グシの活

動です。

平成３０年度も、従来通り上の表に掲げた「絆づくり」を主眼にした対応策に取り組んでいきます。特に

注力するのが 「わくわく亭」で、子供から高齢者まで幅広い世代が集い、おしゃべりやイベントを楽しみ

ながら、仲間づくりをする場として発展させていきます。また同じ地域内で活動を連携しやすくするネット

ワーク作りとしての「ひがし野地域連絡会議（情報交換と連絡用の名簿配布） 」は重要な会議として続

けます。

また介護保険制度改正等から生じる「高齢者など弱者の見守りと生活支援の実現」へと、目標が「きず

なづくり」から「より具体的な個々の活動」への転換が求められる中で、ここに掲げる対応策だけでは不

足です。できることに注力しで成果を積み上げながら、新たな課題への対応策も考えていきます。

更に、昨年末に「地域福祉活動計画実行委員会」から「まちづくり協議会」に発展・拡大するという提案

を守谷市が発表しました。ハッピーひがし野では、まずは足元の地域福祉活動計画が地域に浸透して

いない理由や、活動内容を制約せざるを得ない事情などの反省を行うことが必要です。一方「まちづく

り」という視点は重要ですので、市の提案する内容とは異なることになるかもしれませんが、地域住民

にとって実効のある組織・取組範囲・仕組みなどを今後検討していきます。

関係

づくり

目標：地域に合った情報発信を行います。

課題：若い世代の転入者が多いです。地域行事の周知が難しいです。

対策：団体間での連携と情報共有を目的に地域内団体など間で連絡会議を行います。

生活

づくり

目標：地域の活動に、市民がより多く参加する機会をつくります。

課題：町内でのお付き合いが拡がりにくいです。

対策：郷州沼崎線沿い花壇９０ヶ所への花植えを町内会/自治会共同で開催します。

あいさつから始めて、きっかけづくりをします。

場

づくり

目標：地域の結びつきを強める交流の場をつくります。

課題：交流するための集まれる場所が少ないです。

対策：集いの場「わくわく亭」の地域への浸透と参加者増加を図り、この一環として
高齢者の健康年齢向上を目指す「わくわく体操」を開催します。
ボランティアやサークルの新規立上げと活動をバックアップします。



2

平成３０年度第一回目のひがし野地域連絡会議を
以下のとおり行います。ひがし野地域にある団体
等の代表者が、情報交換しながら課題・問題点の
話合いを行い、それぞれの活動に役立てていただ
くことを目的とする会議です。
 日時：５月２７日（日）１０：００～１２：００
 場所：守小コミュニティスペース
 議案：・自己紹介と活動状況報告

・会議構成員の情報を記した名簿の開示
同意の確認と守秘義務事項への署名

 参加対象：（この広報紙最終ページ参照）

平成２６年度から継続している、守谷地区一斉
のあいさつ運動を今年も春と秋の２回行います。
「絆づくりのはじまりは、まず挨拶から」という合
言葉のもと、地域の皆さんが顔見知りになっても
らい、安心して暮らせるまちにしようという活動で
す。これをきっかけに、子供から大人まで皆が、
あいさつをし合う習慣をつけましょう。
 日時：５月２８日（月）～６月１日（金）

７：３０～８：００
 場所：郷州沼崎線３丁目交差点

１丁目６班近くの常総線踏切

地域福祉活動計画助成金 項 目 金額（万円）

守谷地区
共通

地域福祉活動計画
広報の支援

30

ハッピー
ひがし野

わくわく亭の拡大 19.4

ボランティアグループ支援 7.4

プレイパークの活動充実 6

地域協働活動支援 9.5

（合計） 42.3

守谷市ではH２６年度から、地域福祉活動計画

への助成金制度を運用しています。平成２９年

度の守谷地区の予算は１３７万円で、ハッピーひ

がし野では４２.３万円（明細は右表参照）の認可

を受け、主にボランティアグループの活動活発化

のために有効に活用しました。ハッピーひがし野

広報やわくわく亭案内は守谷地区予算から支出

されました。

サーパス 防災訓練

ハッピーひがし野連絡会議

発災時の住民による応急体制を強化するため、2012年（平
成２４年）に結成した自主防災組織を、昨年７月に守谷市へ
届け出ました。その後に開催した避難訓練では、エレベータ
ーが使用できなくなることを想定し、折りたたみ式の担架を
使って、階段経由で負傷者を搬送する訓練などを実施しま
した。さらに今年１月には、敷地内に防災倉庫も設置しまし
た。今後は発災時に必要となる機器や物品の充実を図って
いきたいと考えています。

５月と２月に会議が行われました。５月には２４人（１１
団体・守谷市・社協）の皆さんの参加を得て、自己紹
介と団体の活動状況紹介をしていただきました。更に
団体間の連携のために、個人情報の順守を約束して
いただいた上で名簿を配布しました。２月には２０人（
１０の団体・守谷市・社協）の皆さんに活動報告をして
いただきました。

ひがし野町内会総会

４月８日に中央公民館でひがし野町

内会の定期総会が行われました。会

員数４９３名、参加数１０２名、委任状

２０３名でした。

平成２９年度事業報告、規約改正、平

成３０年度役員選出と事業計画が審

議され､新体制が始動しました。

旧本部役員

新本部役員

サーパス守谷自治会 防災活動
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フェースブックでハッピーひがし野の情報発信中

 目 的：ハッピーひがし野の活動状況のＰＲ（主に若い世代向けですが）
 開 設：平成２９年１０月１７日
 ＵＲＬ：https://www.facebook.com/ハッピーひがし野-2037017683251447/
 主な発信情報：ハッピーひがし野活動状況

 検 索：「ハッピーひがし野」

あいさつ運動

ご近所同士でも日頃のあいさつが少ないという
実感はありませんか。あいさつの習慣化を目指
して、平成２９年度は以下のように２回の強化
週間を設けてあいさつの声掛けを行いました。

目 的：あいさつの習慣化による
地域の絆づくり

開催月：H29/5/26～6/2
H29/10/24～10/27
7：30-8：00

場 所：郷州沼崎線３丁目交差点(守小側）
常総線踏切近く(１丁目側）

参加者：民生員・子供会・市職員・等
延べ１７０人

1～3丁目子ども会合同イベント
「ドクターナダレンジャーの自然災害科学実験教室」
奇抜な衣装と軽妙な語り口の理学博士の講師から、低学年
にもわかりやすい実験を通して自然災害について学ぼうとい
う催しです。
子どもたちは、楽しみながら
実験に参加し、時に真剣な
表情で講師の話に聞き
入っていました。
防災の意識が高まった
イベントとなりました。
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郷州沼崎線の花植え
参加団体：ひがし野町内会・ブランズシティ守谷

自治会・サーパス守谷自治会
目 的：環境美化と、地域住民の協働作業を

きっかけにした絆づくり
場 所：郷州沼崎線沿い花壇（植木枡）90箇所
実 施：環境美化の日の住民による作業

６月４日 マリーゴールド苗植え
９月３日 除草
１２月３日 パンジー苗植え

ＧＥＳ等ボランティアによる計画的な除草

GES・老人クラブ・民生委員・
町内会員が除草作業に参加

おかげさまで郷州沼崎線の花壇は通行する方々に、一年を通してきれいな環境を提供してい
ます。しかしよく見ると、花苗の抜取り・犬の糞・人や犬の足跡・たばこの吸い殻など、心無い
行いも見られます。平成２９年１１月に注意看板を１２ヶ所に立てましたが、改善はあまり見ら
れません。きれいな花を皆さんで守り育てましょう。

ー お 願 い ー

花壇何カ所かで、
お近くの方には自主的に
除草などのメンテナンス
を行っていただいており、
感謝申し上げます。

植付前日に市職員と
ボランティアで花苗配布

吸い殻

犬の糞

花苗の
抜き取り放置

１２月の花苗植え

特に寒かった
この冬を越し

盛んに咲いています

９月一斉除草作業

１２ヶ所に立てた看板
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わくわく体操

わくわく亭

「わくわく亭」は地域住民間の交流による仲間づくりを目的に、飲
み物とお茶菓子を用意し、井戸端会議の雰囲気を提供する場所で
す。軽運動具や遊び道具も用意しています。平成２９年度は４月
から３月まで６回行い、平均６２人という大勢の皆さんにおいでいた
だきました。高齢者同士だけでなく、子どもたちも含め、交流しなが
ら大いに楽しんでいただきました。

平成２９年１０月から始めたシニア向

向けの「わくわく体操」を計７回行い

ました。インストラクタによる丁寧で

元気のある指導を受けながら、ストレッチと筋トレを行っ

ています。自宅での自主体操の記録冊子（貯筋通帳）を

配り、運動の習慣づけも働きかけています。

月 日
4月22日
（日）

5月20日
（日）

6月9日
（土）

7月21日
（土）

8月18日
（土）

9月29日
（土）

場所 公園 公園 公園 守小 守小 公園

わくわく亭 10～2時 10～2時 10～2時 なし なし 10～2時

わくわく体操 1～2時 1～2時 1～2時 1～2時半 1～2時半 1～2時

公園：北園森林公園 守小：守小コミュニティスペース 9月29日はプレイパークが隣で開催
公園での開催日が雨天の場合、「わくわく亭」は中止で 「わくわく体操」のみ守小で実施。

開催日と場所

取手スズランフォークダンス
グループが出演

けん玉で童心に

市民大学受講生が隣で開催
のプレイパークを訪問



GES
（ｸﾞﾘｰﾝ・ｲｰｽﾄ・ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ）
ＧＥＳはひがし野の環境改善活動

をしており、プロムナード水路沿い

の花壇整備・おちゃやばし公園の

維持管理を行っています。Ｈ２９年

度は郷州沼崎線沿い花壇９０ヶ所

の除草を他団体と協働で行いまし

た。６月には守谷地区全域に案内

し、ティーパーティーを行いました

。また メンバ－の慰労を目的に、

４月に花見、 ８月にＢＢＱと楽しい

イベントも行いました。

老人クラブ
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プレイパーク
月一回、北園森林でプレイパークを開
催。季節ごとの遊びを体験できるよう
に公園内で、場所を少しずつ変えまし
た。春はハンモックや木工遊び、夏は
ウォータースライダー、秋は絵の具・た
き火、冬は豚汁作り、焼き芋、棒パン
作りなど。ベーゴマの会の方も時々来
てくださり、親子でベーゴマ対決を楽し
みました。また、県内でプレイパークの
活動をしている人達が遊びに来て、情
報交換などもできました。来年度、親
子でドッジボール、ピザ作りなど、新し
い試みもしていきたいと思います。

老人クラブ（ひがし野会）は、北園森林公園でのグランドゴルフ

を中心にした健康づくりを週３回の定例行事にしています。

平成２９年度は、１０月の守谷市シニアスポーツ大会での玉入

れ部門で優勝しました。また新年会では、初の試みでアマチュ

アマチュア落語家

お二人にお出で

いただき、盛大な

初笑いをしました。

ティーパーティと
ラベンダー狩り

花壇のお世話

新年会での落語高座 玉入れ競技で優勝



出典：厚生労働省発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisa
kunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
kaigo_koureisha/chiiki‐houkatsu/
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【地域福祉活動計画における今後の課題】

見守り（高齢者など弱者への気配り・訪問など）
生活支援（買い物や病院等への送迎，ごみ出しなど）

絆づくり
今後

日本は諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行し、守谷市においても同様な状況です。厚労省では
、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年までに地域包括ケアシステムを構築し、誰もが住み慣れた地域
で安心して暮らし続けることができるよう、各自治体に対し仕組みづくりを求めています。守谷市において
も仕組みづくりに取り組んでいるところです。

新たな課題-１ 地域包括ケアシステム／見守り・生活支援への取り組み

新たな課題-２ 地域福祉活動計画から「まちづくり協議会」に発展・拡大

問題点
協議会の業務量が膨大
地域内での人材確保困難
•年替り自治会役員で対応できるか？
•シニア層人材に限界があるのでは？

効 果
地域課題の早期解決
行政の効率向上・経費削減

まちづくり協議会の活動の流れ（市の提案、一例）
<仕組みの理解>

地域の複数自治会・各団体・事業者
等が構成する「まちづくり協議会」が、
地域内の様々な課題を集約して
協議・意思決定し、解決策を市に
提案あるいは地域内で調整する
ことによって実現を図るものと、
市の提案を理解しました。

<実行委員会での対応>
以下の効果と問題点を念頭に、
取組みの方向を協議中です。
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＜編集後記＞平成２９年度から広報紙の発行を年２回に減らし、その代わりフェースブックによる頻繁な情報発
信を始めました。高齢者や弱者への生活支援ニーズに加え、まちづくり協議会立上げの提案が市から出ており
、活動の転換点に差し掛かっています。ひがし野地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。（亘理）

＜行 政＞

連絡調整・主担当：飯島聡（社会福祉課）、副担当：塚原恭子

（生涯学習課）、係員：松本みか子（国保年金課）、石毛修一

（上下水道課）、野口晃裕（学校教育課）

＜社 協＞

高橋啓子（総務・地域グループ）

＜地 域＞

高橋 誠・藤原美佐子・阿部育子・荒川則子（民生委員）、斉藤万千男（元民生委員）

小路泰広（ひがし野町内会）、大山輝芳（ブランズシティ守谷自治会）、

村木一貴（サーパス守谷自治会）、佐藤桂史郎（ひがし野４丁目町内会）

黒崎時雄・岩谷義光（老人クラブ）、今田哲夫（ふれあいシニアの会）

滝下茂樹（GES）、宮下嘉代子（ままもり）、前瀧真由美（プレイパーク）

亘理達（ハッピーひがし野代表）

ハッピ－ひがし野実行委員（平成２９年度）

地域福祉活動計画への取組み体制

地域福祉は、行政計画である地域福祉計画と、市民が自ら計画した地域福祉活動計画の両輪で
進められています。取組み体制としては基本は第１期と変わりませんが、改めて以下にご説明しま
す。

高野大野大井沢北守谷みずき野守谷

地区実行委員会

Dブロック（愛称：ハッピーひがし野）

ブロック実行委員会
（団体間の横グシ機能）

ひがし野地域連絡会議：情報交換・問題点協議・組織間連携

１・２・３丁目
各子供会代表

民生委員
（経験者含む）

社会福祉協議会
担当者（事務局）

ブロック内特性を考慮した地域福祉活動計画
地域の活動への参加・交流の場作り・地域にあった情報発信

町内会・
自治会代表

ひがし野
ひがし野4丁目
ブランズシティ守谷
サーパス守谷

ボランティア
グループ・
サークル代表

老人クラブ
ふれあいシニアの会

ＧＥＳ
ままもり
プレイパーク

市職員

（地域担当職員制）
食生活改善推進員

ひがし野
ＨＰ委員会代表

ハッピーひがし野会議：活動計画の実行・行政との交渉

行政計画 市民計画

第２期地域福祉計画
子育て支援
高齢者福祉

障がい者（児）福祉
健康づくり
地域づくり

第２期地域福祉活動計画
（Ｈ２９～３３年度）
Ｈ２８年度に
各地区・ブロック
実行委員会が計画

ECBA


